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国際ロータリー2011～12 年度会長 カル ヤン・バネル ジー 

  

～～ 世 界 理 解 月 間 ～～ 

第 2498 回例会 平成 24 年 2 月 3 日（金） 

◇ 点  鐘       平野 省二 会長 
◇ 国家斉唱 

◇ ロ ー タ リ ー ソ ン グ    我らの生業 
◇ 四つ の テ ス ト      小井戸 国雄 会員 

◇ お 客様紹介 

米山記念奨学生 ボボチョーさん 
◇ 結婚記念日 

豊田 磐 会員、柴田 實 会員 
矢島 紀昭 会員、渡辺 孝 会員(欠) 
大澤 浩一 会員（欠）、安川 篤志 会員（欠） 
◇ 誕生日 

豊田 磐 会員、小川 賢 会員 
平山 金吾 会員、長原 正夫 会員 
佐藤 英雄 会員、遠藤 英一 会員 
江塚 春夫 会員、浅野 洋介 会員 
喜久川 登 会員（預） 

藤崎 政吉 会員（欠）、細矢 正雄 会員（欠） 
渡辺 孝 会員（欠）、佐藤 仁志 会員（欠） 
 

◇ ニ コ ニ コ ボ ッ ク ス  

石橋 菊太郎 会員：今朝、諸岡会員からお電話をいただきまして、フ

ジテレビの“めざにゅ～”という番組に私の妻が出たらしいです。私は何

も知りませんでしたが、他の会員の方もご覧になった方がいらっしゃっ

たそうなのでニコニコいたします。それと、先週、諸岡会員がクラブ協

議会でお話になっておりました地区でのクラブ研修委員会のシステム

を練習されてきた方々の基本になる RLI（ Rotary Leadership 
Institute）ロータリー・リーダーシップ研究会 の第２回目に出席して

きました。通年で４回行われます。当地区ではまだ行われておりません

が、東京西地区 ２７５０地区で大変活発に進められております。以前２７９０地区に出

向していたときに知り合った方々からのお声がかりで参加して参りました。その中で大き

なことが一つございましたので報告しておきたいと思います。成田ロータリークラブのク

ラブ活動計画書の表表紙の背中に『 ロ ー タ リ ー ア ン の 職業宣言』 と言うものがきちんと記

載されておりますが、これがＲＩからの支持で無くなりました。どういう理由で無くなっ

たのかと聞きましたら「俺達は地区だからわからない。ただし、この職業宣言の代わりに

『 ロ ー タ リ ア ン の 行動規範（ 活動規範） 』 というようなものに代わるということを知らさ

れました。間もなくきちんとした日本語訳が出ると思いますので、その時には、地区から
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会長・幹事宛に連絡が来るはずですから、是非皆さんにご支持をお願いしたいと思います。

なにしろ朝９時半から夕方６時過ぎまで学校の授業みたいに各教室を１０人ぐらいずつで

回りまして６教科をたっぷり勉強させてもらいました。 
 

諸岡 靖彦 会員：２月３日は節分です。＜節分で賑わう街・成田＞を紹

介するフジテレビ早朝の番組「めざにゅ～」で、私どものお店と「生（なま）」

の栗蒸し羊羹が取材で紹介されました。石橋会員の奥様が 後に出ていら

っしゃいました。その後、スタジオの生放送で、栗蒸しがアップで映り、

番組スタッフの三田友梨佳さんたち女性アナが試食して「おいしい！」と

言ってくれました。 
 
石川 憲弘 会員：この度、千葉県社員いきいき！元気な会社宣言の企業

として、森田知事より元気な会社宣言公表書をいただくことができました。

当クラブでは秋葉牧場さん、タスコフーズさんもいただいておられます。 
 
秋葉 博行 会員：今、名前を挙げて頂きましたのでニコニコさせて頂き

ます。 
 
角田 幸弘 会員：仕事が忙しいのはうれしい事なのですが、大分例会に

遅れてしまい進行に不手際があり申し訳ありませんでした。 
 
 
 

◇ 奨学金の 授与 

米山記念奨学生  ボボチョーさん 
私の奨学生期限が３月までなので、皆さんにお会いできるのも次回

で 後になります。現状を報告させて頂きたいと思います。学校の

方は卒業研究も終わり、全てのテストも終わり、３月の卒業式を待

つばかりの状態です。もう一つは、来月の９日で私が来日してから

６年頑張ってきた新聞配達が終了します。その次の日からは２週間

ほどミャンマーに帰ります。もし皆様方が９日から２４日の間にミ

ャンマーへいらっしゃるのであれば、私が是非ご案内させて頂きま

すので声を掛けて下さい。 
 
◇ 会長挨拶   平野 省二 会長 

 皆さんこんにちは。２０１２年正月もあっという間に過ぎました。

今日は節分です。冬から春になる時期を一年の境として、現在の大

晦日と同じに考えられていたものです。季節の分かれ目で、節分に

は五穀豊穣・無病息災を願い、厄を落とす豆まきが各地で盛んに行

われます。当、成田山新勝寺では、大相撲の横綱、大関ほか関取衆、

そして、ＮＨＫ大河ドラマ、平清盛に出演している松山ケンイチほ

か多くの俳優さんに威勢よく福豆を蒔いていただきます。当クラブから諸岡直前会長・滝

沢観光協会会長・藤崎壽路成田病院理事長の成田山檀家総代・池内成田商工会議所副会頭、

そして多くの檀家の皆さんが年男として豆まきを行います。午後の各放送局のニュースで

報じられます。後ほどご覧ください。明日は立春です、春とはいえ、今年は例年より寒さ

が強く、日本海側は大変な大雪で生活に影響が出ております。以前話をしたかと思います
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が、南米ペルー沖で海水温が低くなる「ラニーニャ現象」の影響でフィリピン付近に暖か

い海水が蓄積、蒸発して上昇気流が活発になった影響で、偏西風が日本付近で南に大きく

蛇行し、非常に強い寒気団が、日本列島に留まりやすい気圧配置が続いているためのよう

です。この大雪、千葉では考えられません。その点で、成田は風が冷たいですが雪が積も

ることはめったにありません。日本海側には怒られるかも知れませんが、成田は住みよい

ところだと思います。 
話は変わりますが、エクレール「お菓子放浪記」映画上映について、昨年１１月末の試

写会には多くの成田を代表する、各界の代表の方々に出席いただき好評を戴きました。ま

た前後してマスコミによる映画上映を報道戴き、かなり市民に浸透してきたようです。先

日、会員の皆さんにチケットをお願い致しました。当クラブの会員でありながら、各団体

の代表の方たちが多く居られます。すでに追加チケットを購入いただいております事、あ

りがたく厚くお礼申し上げます。また、まだ団体の人数取りまとめがお済でない方は、是

非、一枚でも多くお買い求めいただきますようお願い致します。来る２月２５日、国際文

化会館を午前午後観客でいっぱいにしたいと思います。まだこれからプロジェクトで打ち

合わせや会員のご協力をお願いするかと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 
 １月３０日、クラブ広報委員会による、空港記者クラブの皆さんと２回目の懇談会を開

催しました。多くの会員ほか当日は先の大震災で被災された二人の方に懇談会に出席いた

だきました。女性の方は福島県南相馬市から原発事故の放射能汚染のために成田日航ホテ

ルに避難されてきている方です。もう一人の方はこの度、我々が今回開催する映画のロケ

－ション地である石巻市から、津波の被害で家を失い八街市住野に避難してこられて、い

ま、公津の杜でケーキ屋を開いておられます。お二人の地震当時の生々しい体験をお聞き

し、このたびの震災被害の大きさを改めて認識させられました。空港記者クラブの皆さん

もこの事実を共有されたと思います。昨日、この懇談会がケーブルテレビでニュースとし

て放送されておりました。是非ご覧ください。 
 また、成田にはこの度の震災で７０数世帯、２１０人位の人たちが避難してきておりま

す。この方々にプロジェクトとして、今回の映画を無料招待したく、成田市役所危機管理

課にお願いしまして、チケットの購入申し込みのお便りをお願いしました。今日の理事会

で事後承認をお願いすることにします。よろしくお願い致します。 
 

◇ 委員会報告 

・ 奉仕プロジェクト委員会   石橋 菊太郎 委員長 
映画「エクレール」の関係からご報告させて頂きます。チケットの販売状

況ですが、目標は２，０００枚に対し、現段階で約１，０００枚というと

ころです。更に本日回覧しておりますが、２月２５日 映画上映会当日の

お手伝いをしていただける方を募っております。午前、午後、１日どちら

でも結構ですので、多くの会員のご協力をお願いいたします。これからＩ

Ｍなどもあり例会が限られてきますので、当委員会では、頻繁に委員会を

開催しリアルタイムで皆様に色々な連絡、報告をさせて頂きたいと思って

おります。 
 
・クラブ広報委員会    深堀 伸之 委員長 

―報道関係者懇談会報告― 

 於：Ｕ－シティホテル 

去る１月３０日 １８：００より報道関係者懇談会を開催いたしました。成田ロータリ

ークラブ会員１９名と事務局、ゲストとして福島から日航ホテル成田に避難されている島
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さん、移転されて公津の杜でケーキ屋さんをやっていらっしゃる佐藤さん２名 
＜報道関係者＞    
朝日新聞 長屋 譲 支局長 読売新聞 福島 聡 支局長 
毎日新聞 清藤 天 支局長 千葉日報 高橋 律孝 支局長 
成田ケーブルテレビ 齊藤 雅美 様 ５名  
合計２７名で盛況のうちに報告ができ、記者の方もそれぞれに感想を

持って頂き、エクレールに対する認識も大分深まって頂けたのではな

いかと思います。あくる日、私のほうから電話をしまして、記事にし

ていただけるかどうかお話してみましたら、何らかのアクションをし

ていただけるというようなお返事をいただきました。 
・読売新聞 福島 聡 支局長 
招待した島さんが手紙をお持ちになっていました。そこには千葉県が

出した“避難されている方は１年で一旦引き上げてもらいます”というような事務的な内

容の手紙でした。島さんは非常に困惑されており、どうしていいか分からず手紙をお持ち

になったのだと思います。それを読んだ福島さんは、早速、千葉県に取材をしてそれが記

事になっております。客観的に書いてあるだけですから、ロータリー云々ということは書

いてありませんが、少しは影響があったのではないかと思います。 
・朝日新聞 長屋 譲 支局長 
朝日新聞は昨日取材されているようなので、避難されている方、移転されている方を中心

にエクレールの事も書いてくださるようです。ご注目下さい。 
・毎日新聞 清藤 天 支局長 
清藤支局長は、昔、岩手県の支局にいたということもあり大変感心があり、「私も転勤族

ですから、いつまで成田にいられるかわからない。是非地元のメディアであるケーブルテ

レビさん、しっかりバトンタッチしてくださいね」と頼まれました。 
・千葉日報 高橋 律孝 支局長 
避難された方に寄り添って記事を書くとおっしゃっておりましたので、なんらかの形で記

事にしていただけるのではないかと期待しております。 
当日は二次会も行われ、会員１０名、島さん、佐藤さん、事務局、ケーブルテレビの局員

ということでこちらも大盛況でした。と言いますのも、島さんが避難してからここに至る

まで一度も歌を歌ってない、大好きなのに・・・ということでした。歌う心境にもなって

いなかったのもあるかと思います。しかし、会員の皆さんが心を和ませてくれ「今日でも

良いから歌いましょう！」とおっしゃっていましたので、急遽２次会はカラオケと言うこ

とになりました。お二人とも大変歌がお上手でした。次の日にお電話しましたら、「こん

な機会を設けてくれてありがとうございます」ということで皆さんにも宜しくとおっしゃ

っていました。報道各社の皆様は、流石にそれぞれにそれぞれの言葉、視点でものを語っ

ておられ、非常に感心し勉強になりました。詳細は週報に掲載されております。 
 
◇ 幹事報告   矢島 紀昭 幹事 
１、例会変更のお知らせ 
   白井ロータリークラブ ２/２７（月）休会  ２/２２ ＩＭの振替 
２、インターシティー・ミーティング 
   ２/２２ 当クラブの出席予定者 ２９名後日プログラム表を送

付します 
３、例会終了後、理事 役員会を開催いたします。 
   場所は正面を右に出て左側のお部屋です 
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～～会社紹介～～      成田 温 会員 

当社は、ガス工事、ガス器具販売、修理、検査業務、その他水道工事を

している会社です。 
本日は CM タイムということでガス器具に関して宣伝させていただき

ます。 
私自身ガス屋なのでほとんどのガス器具を使用しておりますが、使って

みてのお勧めは、まず床暖房です。これは温水パイプを通してあるマッ

トを床、畳に敷いてからその上にフローリング、畳を敷いてあるもので、

床自体は当然暖かいですし、部屋全体も暖かくなります。 
電気カーペットですと座ると暖かいですが部屋も暖かくなるということはありません。 
また、ファンヒーターですと温風が出てきますので、温風のない床暖房はダストアレルギ

ー等を持っている人がいるご家庭では喜ばれております。 
次に浴室暖房乾燥機があります。 
近ヒートショックという言葉を耳にすると思いますが、これは部屋の温度と風呂場の温

度差がかなり違うことによりおきます。風呂に入る前に暖房機により浴室を暖めておけば

防げます。 
また乾燥機能も付いておりますので、浴室にバーを取り付けてそれに洗濯物をかけて乾燥

すれば良いわけです。野外に干さないので花粉症の人がいるご家庭で重宝されております。 
コンロに関しては、 近は大分進歩してます。 
可燃防止装置というのがありまして、これは古いコンロでは２～３口のうち１箇所しか付

いておりませんでした。油を加熱しすぎて発生するてんぷら火災がありますが、使用者が

よく知らなくて防止装置の付いていないところでてんぷらを揚げ、火が出だということが

まれにありました。 
現在の Si センサー付コンロでは全部のバーナーに付いています。 
炊飯器は現在では電気に替わっているご家庭が多いと思いますが、このコンロでは炊飯機

能が付いておりますので、炊飯土鍋等を使っておいしいご飯が簡単に炊けます。 
新のガス機器としてはエネファームという発電機能付き給湯器があります。 

これはガスの中にある水素と空気中の酸素を化学反応させて、電気と熱を作りだします。 
ただ現在は価格が国の補助金を使っても１６０万位するので半分位になれば普及していく

と思われます。屋根に太陽光発電のパネルを乗せ、太陽光で発電した電気を東電に売って、

エネファームで発電した電気を家庭で使うダブル発電をガス業界では推奨しています。 
当社ではまだまだ３件位の実績ですが今後は増えていくと思いますのでよろしくお願いい

たします。 
３．１１．の震災以来節電が叫ばれておりますが、今年の様に寒い冬ではガスの床暖房、

ファンヒータを使って暖かく快適にお過ごしいただけるようガスをどんどん使ってくださ

い。 
【補足】 角田 憲司 会員 
＜今後の日本のガスエネルギーの今後の見通しについて＞ 
＊日本の石油と天然ガス価格は原発停止に伴う大量の買い付けによって足下ではかなり上

がっており、そのせいで日本の貿易収支が赤字になった。 
＊ただし先行きは日本のエネルギー会社が共同して調達したりガス田開発に直接投資して

権益確保すること、アメリカでのシェールガスという天然ガスの開発が進んでいること等

により価格も安定すると見られている。 
＊日本近海にも「メタンハイドレート」という天然ガスがあり、採掘実現化の方向で進ん

でいる。 
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第 8 回 理事・ 役員会 

１．今後の行事日程について 
 ２月の予定 

２月 ３日（金）通常例会 理事・役員会 
２月１０日（金）通常例会 
２月１７日（金）休会 ２月２２日（水）ＩＭに振り替え 
２月２２日（水）ＩＭ ＡＮＡクラウンプラザホテル  
   点鐘１４：００ 

     ２月２４日（金）通常例会 エクレール 終確認 
     ２月２５日（土）エクレール お菓子放浪記上映会 成田国際文化会館 
 ３月の予定 

３月 ２日（金）通常例会 理事・役員会 サッカー協会来会 
３月 ８日（木）第９分区ゴルフコンペ（白井） 
３月 ９日（金）ｸﾗﾌﾞ研修セミナー１７：００～１８：００Ｕ－シティホテル 
        新入会員歓迎例会１８：３０～ 
３月１６日（金）通常例会 
３月２３日（水）通常例会 
３月２５日（日）サッカー大会（中台陸上競技場）開会式８：００ 
３月３０日（金）２ｸﾗﾌﾞ合同花見例会（米屋観光センター）１８：３０点鐘 
        ゴルフコンペ（スカイウェイカントリー）点鐘１４：００       承認 

２．インターシティ・ミーティング 出席会員２９名に案内状を送付  
３．エクレール・お菓子放浪記 上映会について 

（１）チケットの販売状況、会員の出席状況の確認 
（２）エクレアの販売について ３個入り ５００円（内５０円は義捐金） 
（３）近藤明男監督 成田国際文化会館へ来訪   

上映会でご挨拶をいただく、食事の手配、車代３０，０００円 
（４）被災者の無料招待の報告及び承認（対象者２１０人くらい） 
（５）駐車場警備（成田空港警備４名 ５０，４００円） 
   レクリエーション保険 ２，０００人分 合計４２，０００円加入 
（６）会場の定員オーバー発生した場合の対応       プロジェクターで対応 ６３，０００円   承認 

４．柴田会員の名誉会員について               継続審議とする 
５．ｸﾗﾌﾞ研修セミナー開催について              承認 
６．ＣＬＰ委員会を３月２日理事・役員会の後に行う      承認 
７．第５回成田ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ杯争奪サッカー大会協賛金について    １０万円（３月２日の例会に来て頂き、手渡し） 
８．東日本大災害被災物故者追悼一周忌大法要      会長出席 
 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 
氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

松田 泰長 会員 １月２３日 日本ﾛｰﾀﾘｰＥｸﾗﾌﾞ２６５０ 

松田 泰長 会員 １月２６日 次年度地区職業奉仕委員会 
渡辺 孝 会員 ２月１日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 
松田 泰長、石橋 菊太郎 各会員 ２月２日 ２７５０地区ＲＬＩ 
平野 省二、小宮山 四郎、遠藤 英一、矢島 紀昭、諸岡 靖彦 

神崎 誠、深堀 伸之、石橋 菊太郎、秋葉 博行、石川 憲弘 

小川 賢、佐藤 英雄 各会員 

２月３日 第８回理事・役員会 

詳しい例会内容を希望なさる方は、音声テープ・ビデオテープを御覧下さい。 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ５８ ３３ ２５ ５３．２３％ １００％ 

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700 

     成田ビュ ーホテル 内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビュ ーホテル  
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


